中国自動車産業視察団派遣実績
（一社）東海日中貿易センター
2019 年 8 月 更新

・第１次中国自動車産業視察団
１９９２年１０月８日～１５日
瀋陽、天津、上海
招聘元：中国汽車工業総公司
訪問先：金杯汽車股份有限公司、瀋陽金杯客車製造有限公司、天津内燃機廠、天津市微型汽車廠、
上海大衆汽車有限公司（上海ＶＷ）
、上海小糸車灯有限公司（小糸製作所）
団 長：渡辺 昭元 豊田紡織㈱
専務取締役
副団長：川端 敏夫 ㈱小糸製作所 常務取締役 以下１９名
・第２次中国自動車産業視察団
１９９３年６月２８日～７月７日
長春、上海、広州
招聘元：中国汽車工業総公司
訪問先：中国第一汽車工業総公司、金杯客車製造有限公司、上海小糸車灯有限公司、
上海延鋒汽車内飾件廠、広州標致汽車公司（プジョー）
団 長：奥住 士朗 豊田通商㈱
常務取締役
副団長：鈴木 一郎 トヨタ車体㈱ 常務取締役 以下３０名
・第３次中国自動車産業視察団
１９９３年９月１３日～２０日
天津、北京、南京、上海
招聘元：中国汽車工業総公司
訪問先：天津微型汽車廠、天津内燃機廠、北京第二汽車製造廠鋼板弾簧廠、
北京汽車摩托車聯合製造公司、北京田村配件廠、南京汽車製造廠、
上海延鋒汽車内飾件廠、上海大衆汽車有限公司（上海ＶＷ）
団 長：西尾 兼光 日本特殊陶業㈱ 取締役センサー事業部長
副団長：増田 禎三 林テレンプ㈱
専務取締役 以下１２名
・第４次中国自動車産業視察団
１９９７年１１月１日～８日
南京、張家港、無錫、昆山、上海
招聘元：江蘇省機械工業庁
訪問先：金城集団公司、躍進汽車集団公司、江蘇牡丹汽車集団公司、
無錫光洋軸承有限公司（光洋精工、現ジェイテクト）
、無錫威孚集団有限公司、
昆山高日汽車内飾件有限公司
（現昆山豊田紡汽車部件有限公司、高島屋日発[トヨタ紡織]）
、
豊田工業(昆山)有限公司（豊田自動織機）
、昆山六豊機械工業有限公司、
上海大衆汽車有限公司（ＶＷ）
、上海小糸車灯有限公司（小糸製作所）
団 長：氏家 長生 東海日中貿易センター 副会長
㈱デンソー 顧問
副団長：水野 清史 アイシン精機㈱ 取締役副社長
副団長：小幡 勝彦 ㈱ノリタケカンパニーリミテド 取締役 以下２６名
・第５次中国自動車産業視察団
１９９８年７月３日～１０日 天津、唐山
招聘元：天津市人民政府
訪問先：天津津住汽車線束有限公司（住友電装）
、天津電装汽車電機有限公司（デンソー）
、
天津華豊汽車装飾有限公司（アラコ、現 トヨタ紡織）
、天津豊田発動機有限公司、
天津汽車工業(集団)有限公司、天津豊田合成軟管有限公司、
天津愛三汽車附件有限公司（愛三工業）
、唐山愛信歯輪有限責任公司（アイシン精機）
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団 長：氏家 長生 東海日中貿易センター 副会長
㈱デンソー 顧問
副団長：藤森 文雄 アイシン精機㈱ 取締役走行系事業部部長 以下２４名
・第６次中国自動車産業視察団
１９９９年６月６日～１３日
ハルビン、瀋陽、大連
招聘元：国家機械工業局
訪問先：一汽金杯汽車股份有限公司、瀋陽金杯客車製造有限公司、中国第一汽車集団公司
ハルビン東安動力股份有限公司、ハルビン哈飛汽車製造有限公司、
一汽光洋転向装置有限公司（光洋精工、現ジェイテクト）
、大連亜明汽車部件有限公司
一汽杰克賽汽車空調有限公司（ゼクセル、現 ヴァレオ サーマルシステムズ）
、
団 長：氏家 長生 東海日中貿易センター 副会長
㈱デンソー 顧問
副団長：西山 重雄 大豊工業㈱ 取締役篠原工場工場長 以下１９名
・第７次中国自動車産業視察団
２０００年７月２３日～３１日
上海、広州、成都、柳州
招聘元：国家機械工業局
訪問先：上海通用汽車有限公司（上海ＧＭ）
、上海小糸車灯有限公司（小糸製作所）
、
広州本田汽車有限公司、広州昭和減震器有限公司（ショーワ）
、
四川豊田汽車有限公司（現 四川一汽豊田汽車有限公司）
、
成都亜楽克汽車内飾件有限公司（現 成都豊田紡汽車部件有限公司、アラコ［トヨタ紡織］
）
、
柳州五菱汽車股份有限公司、柳州五菱汽車冲圧件廠、上海采埃孚転向機有限公司（ＺＦ）
団 長：長谷川康司 東海日中貿易センター 理事
トヨタ自動車㈱ 常務取締役
副団長：福井 宏充 アイシン精機㈱ 常務取締役
副団長：石川
学 アラコ㈱
常勤監査役 以下３０名
・第８次中国自動車産業視察団
２００１年９月６日～１４日
厦門、福州、武漢、上海
招聘元：中国機械工業連合会
訪問先：厦門金龍旅行車有限公司、福州鉅全汽車配件有限公司、協展(福建)機械工業有限公司、
東南(福建)汽車工業有限公司、神龍汽車有限公司（ＰＳＡ）
、
武漢通達愛西亜消音器有限公司、武漢耀華皮尓金頓安全玻璃有限公司、
上海大衆汽車有限公司（上海ＶＷ）
、康寧(上海)有限公司（コーニング）
聯合汽車電子有限公司（ボッシュ）
団 長：長谷川康司 東海日中貿易センター 理事
トヨタ自動車㈱ 専務取締役
副団長：原田
稔 アラコ㈱
常務取締役
副団長：杉原
晋 ㈱東海理化 常務取締役 以下３８名
・第９次中国自動車産業視察団
２００２年７月１６日～２４日 重慶、廊坊、上海
招聘元：中国機械工業連合会
訪問先：慶鈴汽車股份有限公司（いすゞ）
、重慶長安鈴木汽車有限公司（スズキ）
、
重慶電装有限公司（デンソー）
、重慶金豊機械有限公司、重慶益豊汽車密封条有限公司
盧卡斯偉利達廊重制動器有限公司（ＴＲＷ）
、上海康派羅機械有限公司
団 長：岩月 伸郎 ㈱デンソー 常務取締役
副団長：杉浦 文夫 トリニティ工業㈱ 取締役社長
副団長：平田
淳 豊田鉄工㈱ 専務取締役
副団長：植田
豊 豊田紡織㈱ 専務取締役
以下５３名
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・第１０次中国自動車産業視察団
２００３年９月２１日～２７日
長春、瀋陽、天津
招聘元：中国国際貿易促進委員会汽車行業分会・中国汽車工業協会
訪問先：中国第一汽車集団公司、一汽－大衆汽車有限公司（一汽ＶＷ）
、一汽模具製造有限公司
長春海拉車灯有限公司（HELLA）
、長春奥奇塑料塗装有限公司、
長春力得汽車工程塑料製品有限公司、天津一汽豊田汽車有限公司、
中国汽車工業豊田金杯技工培訓中心、瀋陽華晨金杯有限公司、
瀋陽瀋飛日野汽車製造有限公司（現 広汽日野（瀋陽）汽車有限公司）
、
一汽東機工減振器有限公司(トキコ、現 日立製作所）
愛信(天津)車身零部件有限公司（アイシン精機）
、天津東海理化汽車部件有限公司
団 長：安井
勉 アイシン精機㈱ 専務取締役
副団長：水野 隆文 ㈱東海理化
常務取締役 以下３５名
・第１１次中国自動車産業視察団
２００４年２月８日～１４日
広州、佛山
招聘元：広州市国際投資促進センター、佛山市投資促進センター
訪問先：広州本田汽車有限公司、広州森六塑件有限公司、広州宝龍集団有限公司、
東風汽車有限公司乗用車公司（東風日産）
、広州今仙電機有限公司、
広州愛機汽車配件有限公司（ヒラタ、本郷、現 エイチワン）
、
湯浅蓄電池(順徳)有限公司（ユアサコーポレーション、現 ＧＳユアサ）
、
広東松下環境系統有限公司、偉福科技工業(中山)有限公司（エフテック）
東洋熱交換器(中山)有限公司（東洋ラジエーター、現 ティラド）
団 長：斎藤 雄三 東海日中貿易センター 理事
豊田合成㈱ 取締役副社長
副団長：榊原
悟 豊田鉄工㈱ 常務取締役
以下３７名
・第１２次中国自動車産業視察団
２００４年３月２１日～２７日
広州、佛山
招聘元：広州市国際投資促進センター
訪問先：東風汽車有限公司乗用車公司（東風日産）
、広州本田汽車有限公司、
広州愛機汽車配件有限公司（ヒラタ＋本郷、現 エイチワン）
、
広州珠鉄金属製品有限公司（スチールセンター）
、順徳聖都模具有限公司、
広州提愛思汽車内装系統有限公司（テイ・エス テック）
、広東鍛圧機床廠有限公司、
麗光精密(中山)有限公司（東レ）
、中山住電新材料有限公司（住友電装）
団 長：豊原 洋治 豊田通商㈱ 代表取締役専務
副団長：沼賀 弘美 中央精機㈱ 取締役副社長
副団長：鈴木 隆昭 豊田工機㈱ 常務取締役 以下３６名
・第１３次中国自動車産業視察団
２００４年１０月１９日～２６日
合肥、蕪湖、西安
招聘元：中国国際貿易促進委員会汽車行業分会
訪問先：合肥日立挖掘機有限公司（日立建機）
、合肥二宮機械有限公司（二宮産業）
、
安徽江淮汽車集団有限公司、合肥星通橡塑有限公司、奇瑞汽車有限公司、
蕪湖盛力制動有限公司、江蘇南京菲亜特有限公司（フィアット）
、
南京依維柯汽車有限公司（イベコ）
、陝西汽車集団有限責任公司、
比亜迪汽車有限公司（ＢＹＤ）
、西安法士特汽車歯輪有限責任公司
団 長：小澤 英治 ㈱東海理化 取締役
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（西山 巍・専務取締役の代理）
副団長：飯田 芳宏 イイダ産業㈱ 代表取締役社長
以下３３名
・第１４次中国自動車産業視察団
２００５年６月１４日～２１日
天津、北京、寧波
招聘元：中国国際貿易促進委員会汽車行業分会
訪問先：天津一汽豊田汽車有限公司、天津華豊汽車装飾有限公司（トヨタ紡織）
、
延鋒偉世通(北京)汽車飾件系統有限公司（Visteon）
北京摩比斯変速器有限公司（現代 Mobis）
、浙江吉利汽車有限公司
北汽福田汽車股份有限公司、寧波海天集団股份有限公司、寧波車灯電器有限公司、
寧波亜楽克汽車部件有限公司（トヨタ紡織）
団 長：横内 則之 トヨタ紡織㈱
常務取締役
副団長：鎌谷 達夫 アイシン精機㈱ 海外事業室室長 参与
以下３７名
・第１５次中国自動車産業視察団 ２００６年７月５日～１３日
重慶、武漢
招聘元：中国汽車工程学会、重慶市、武漢市
訪問先：長安汽車(集団)有限責任公司、重慶秋田歯輪有限責任公司、
長安福特馬自達汽車有限公司（フォード・マツダ）
、重慶力帆汽車有限公司、
慶鈴汽車(集団)有限公司/慶鈴汽車股份有限公司（いすゞ）
、重慶慶鈴模具有限公司、
重慶慶鈴鍛造有限公司、重慶慶鈴鋳鋁有限公司、重慶慶鈴塑料有限公司、
重慶慶鈴鋳造有限公司、東風本田汽車有限公司、東風汽車有限公司（東風日産）
、
神龍汽車有限公司（ＰＳＡ）
、武漢東風冲圧有限公司、東風偉世通汽車飾件系統有限公司
団 長：佐藤 則夫 ㈱豊田自動織機 取締役副社長
副団長：野村 耕三 愛三工業㈱
取締役安城工場長
以下３５名
・第１６次中国自動車産業視察団 ２００７年１１月１４日～２１日
福州、青島、煙台
招聘元：福州市人民政府、青島市人民政府、煙台市人民政府
訪問先：福耀玻璃工業集団股份有限公司、福建冠良汽車配件工業有限公司、
福清京達師工具有限公司（京都機械工具）
、安徳佳(福建)精密金属科技有限公司、
東南(福建)汽車工業有限公司（三菱自動車）
、福州泰全電機有限公司、
青特集団有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司（上汽ＧＭ五菱）
、
上海通用東岳汽車有限公司（上海ＧＭ）
、煙台首鋼電装有限公司（デンソー）
、
煙台矢崎汽車配件有限公司（矢崎総業）
団 長：福崎 倫生 ㈱デンソー 顧問
副団長：高橋 建次 興亜ビジネス㈱ 代表取締役社長
松岡 輝男 南部化成㈱
執行役員
以下３２名
・第１７次中国自動車産業視察団 ２００８年５月２２日～２８日
深圳、蕪湖、南京
招聘元：中国国際貿易促進委員会汽車行業分会
訪問先：比亜迪汽車有限公司（ＢＹＤ、深圳）
、深圳市航盛電子股份有限公司、
奇瑞汽車有限公司、長安福特馬自達発動機有限公司（フォード・マツダ）
団 長：名倉 敏一
アイシン精機㈱ 専務取締役
副団長：鬼頭 幾久雄 愛知製鋼㈱
常務取締役
高梨 建司
豊田通商㈱
常務取締役
以下３１名
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・第１８次中国自動車産業視察団 ２００９年１２月３日～８日
西安、鄭州、上海
招聘元：中国国際貿易促進委員会汽車行業分会
訪問先：比亜迪汽車有限公司（ＢＹＤ、西安）
、西安正昌電子有限責任公司
西安中星測控有限公司、鄭州日産汽車有限公司、鄭州宇通客車股份有限公司
河南天海電気有限公司、同済大学汽車学院（自動車学部）
団 長：小原 恒司 豊田合成㈱ 取締役副社長
副団長：横井 靖彦 豊田通商㈱ 常務取締役
中村 弘之 東海理化㈱ 取締役 以下２７名
・第１９次中国自動車産業視察団 ２０１０年１０月１８日～２２日
済南
招聘元：山東省人民政府
訪問先：済南吉利汽車有限公司、済南青年汽車有限公司（青年ロータス）
、
山東宝雅新能源汽車股份有限責任公司、山東魯得貝車灯股份有限公司、
山東時風(集団)有限公司
団 長：横井 靖彦 豊田通商㈱ 常務取締役
副団長：伊豆原 康之 トヨタ紡織㈱ 常務役員 以下３７名
・第２０次中国自動車産業視察団 ２０１１年７月１１日～１６日
招聘元：寧波市人民政府、寧波杭州湾新区、蕭山経済技術開発区、常州高新技術産業開発区
訪問先：浙江吉利汽車有限公司、寧波拓普集団、寧波德業科技集団有限公司
吉利汽車研究院、万向集団公司、采埃孚伝動技術(杭州)有限公司（ＺＦ）
常州坤世精密機械有限公司（近藤製作所）
、托普拉精密緊固件(常州)有限公司（トープラ）
普利司通(常州)汽車配件有限公司（ブリヂストン）
、衆智達汽車部件(常州)有限公司
団 長：伊井 浩 ㈱ジェイテクト 執行役員
副団長：吉田 文彦 岡谷鋼機㈱ 取締役 以下３４名
・第２１次中国自動車産業視察団 ２０１２年９月９日～１４日
招聘元：長春市商務局
訪問先：北汽福田汽車股份有限公司、清華大学自動車学院、
阿爾特汽車技術股份有限公司（ＩＡＴ）
、一汽轎車股份有限公司、
一汽光洋転向装置有限公司（ジェイテクト）
、四川一汽豊田汽車有限公司（SFTM）
、
富奥威泰克底盤部件(長春)有限公司（ワイテック）
、長春英利汽車部件有限公司
団 長：山内 得次 トヨタ紡織㈱ 常務役員
副団長：原田 淳一 ㈱豊田自動織機 自動車事業部 技術部 執行役員 以下２４名
・第２２次中国自動車産業視察団 ２０１３年９月９日～１４日
招聘元：遼寧省人民政府、瀋陽経済技術開発区
訪問先：奇瑞汽車股份有限公司大連分公司、大連黄海汽車有限公司、大連鴻園精密模塑有限公司、
大連日進精密摸塑有限公司、山崎馬扎克机床（遼寧）有限公司（ヤマザキマザック）
、
瀋陽華晨金杯汽車有限公司、華晨中華汽車公司、遼寧豊田金杯技師学院、
瀋陽北方交通重工集団有限公司
団 長：酒井 俊文 ㈱ジェイテクト 執行役員
副団長：渡辺 平常 豊田合成㈱ 参与 生産管理部長 以下３１名
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・第２３次中国自動車産業視察団 ２０１４年９月１日～６日
招聘元：広州市番禺区人民政府、佛山市南海区経済和科技促進局
訪問先：広州汽車集団乗用車有限公司、広汽トヨタ自動車有限会社、
広汽トヨタエンジン有限会社、新財富・崖門定点鍍金工業団地、
福塔巴表面処理材料（江門）有限公司、江門冢田理研汽車飾件有限公司、
一汽-大衆汽車有限公司 佛山分公司、広東福迪汽車有限公司、比亜迪汽車有限公司、
深圳市五洲龍汽車有限公司、深圳市賽格導航科技股份有限公司
団 長：伊藤 慎太郎 アイシン精機㈱ 常務役員
副団長：杉山 聡 ㈱デンソー 生産技術開発部型技術室長 以下３５名
・第２４次中国自動車産業視察団 ２０１５年７月１９日～２５日
招聘元：江蘇省人民政府外事弁公室、揚州市人民政府、常熟高新技術産業開発区、
常熟経済技術開発区
訪問先：南京長安汽車有限公司、長安マツダ汽車有限会社、
長安フォードマツダエンジン有限公司、濰柴動力揚州柴油機有限責任公司、
亜普汽車部件股份有限公司、トヨタ自動車研究開発センター（中国）有限会社、
トヨタ自動車（常熟）部品有限会社、観致汽車（クォロスオート）
、
奇瑞‐ジャガー・ランドローバー、上海豊田紡織廠記念館
団 長：森下 洋司 ㈱豊田自動織機 副社長
副団長：堀田 正人 ㈱東海理化 執行役員 以下３５名
・第２５次中国自動車産業視察団 ２０１６年５月２９日～６月４日
招聘元：重慶両江新区管理委員会、湖北省商務庁、武漢市江夏区商務局、武漢経済技術開発区
訪問先：重慶宝鋼美威車輪有限公司、重慶長安汽車股份有限公司（渝北第 2 工場）
、
長安福特汽車有限公司、武漢鋼鉄股份有限公司、上汽通用汽車有限公司 武漢分公司
神龍汽車有限公司、東風格特拉克汽車変速箱有限公司、
武漢華滋東江汽車零部件有限公司、東風本田汽車有限公司
団 長：下川 勝久 ㈱デンソー 専務役員
副団長：淺尾 浩通 ㈱豊田自動織機 長草工場 製造部 部長 以下３１名
・第２６次中国自動車産業視察団 ２０１７年９月３日～９日
招聘元：滄州市対外経済技術合作有限公司
訪問先：北京現代汽車有限公司滄州分公司、滄州現代摩比斯汽車零部件有限公司、
北汽岱摩斯（滄州）汽車系統有限公司、長城汽車股份有限公司徐水哈弗分公司、
長城汽車股份有限公司哈弗技術中心、長城汽車股份有限公司天津哈弗分公司、
中国汽車技術研究中心、空中客車（天津）総装有限公司
団 長：沼
毅
トヨタ紡織㈱ 取締役副社長
副団長：矢木 伸介 アイシン精機㈱ 専務役員 以下３９名
・第２７次中国自動車産業視察団 ２０１８年９月２日～８日
招聘元：安徽省商務庁
訪問先：合肥国軒高科動力能源有限公司、合肥阿雷斯提汽車配件有限公司（アーレスティ）
、
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安徽江淮汽車集団股份有限公司（JAC）
、埃夫特智能装備股份有限公司、
奇瑞汽車股份有限公司、奇瑞安川電駆動系統有限公司、
蕪湖天弋能源科技有限公司
団 長：小山 享 豊田合成㈱ 取締役・専務執行役員
副団長：矢島 昇 岡谷鋼機㈱ 常務取締役 化成品本部長
以下 36 名
以上
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